
■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2021（令和3）年度夏学期ショートビジットプログラム（オンライン）
各国語コース

2021/6/25
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号
国・
地域
名

協定大学・教育機関名
【時間割コード】

プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

1
台
湾

国立台湾大学
National Taiwan University

【2019年度以降入学者：19180301】
【2018年度以前入学者：180301】

中国語と台湾文化(3週間)

2021+C1 Online Chinese Language &
Culture Program (Session Ⅱ) C1-2

2021/8/2～8/21
・申請料:USD150（返金不可）
・授業料:USD1,700（協定校価格）

2021/2/22-5/16

言語：52.5
その他：
・Exploring Taiwan
Courses（英語）
・Virtual cultural
activities/Visit（土曜
日予定）

特になし

・Exploring Taiwan Course
 (Pre-recorded)は英語で行

われる

https://oiasystem.ntu.edu.
tw/summer/course/index.
detail/season/2/course_s

n/225

望
月
　
圭
子

44
台
湾

淡江大学
Tamkang University

【2019年度以降入学者：19180302】
【2018年度以前入学者：180302】

夏期遠隔中国語授業 DLCP (3週間)

DISTANCE LEARNING CHINESE
PROGRAM (summer)

2021/8/16～9/3

14：10-17：00(日本時間)

・授業料：NT＄22,500

※募集人数に達しない場合は、開催されない場合があります
2021/7/16 45

・特になし

・オンライン説明会

https://reurl.cc/Gd18yG
【事前に申し込みが必要】
【申込締切：5/31】

https://sites.google.com/c
lc.tku.edu.tw/2021-dlcp-
summer

林
　
俊
成

2
中
国

北京語言大学
Beijing Language and Culture

University

【2019年度以降入学者：19180303】
【2018年度以前入学者：180303】

中国語プログラム
（4週間）

・Online Regular Chinese course
　　　　　.

2021/7/28～8/24
【1-17】09：30-13：30(日本時間)
【1-17】08：30-12：30(現地時間)
【1-18】19：00-22：50(日本時間)
【1-18】18：00-21：50(現地時間)

2021/8/4～8/31
【1-19】09：30-13：30(日本時間)
【1-19】08：30-12：30(現地時間)
【1-20】19：00-22：50(日本時間)
【1-20】18：00-21：50(現地時間)

◎申請料:300RMB
◎授業料:4000RMB 2021/7/22

(・4weeks：7/28～8/24）

2021/7/29
(・4weeks：8/4～8/31）

80
Platforms and software:
VooV Meeting, WeChat, Ding
Talk

https://admission.blcu.edu.
cn/en/2020/1104/c1453a
2177/page.htm

橋
本
 

雄
一

3
中
国

北京語言大学
Beijing Language and Culture

University

【2019年度以降入学者：19180303】
【2018年度以前入学者：180303】

ビジネス中国語プログラム
（4週間）

・Online Business Chinese Course
(HSK4 or equivalent is required)

2021/7/28～8/23
【2-9】20：00-21：50(日本時間)
【2-9】19：00-20：50(現地時間)

2021/8/4～8/30
【2-10】20：00-21：50(日本時間)
【2-10】19：00-20：50(現地時間)

◎申請料:300RMB
◎授業料:2400RMB

2021/7/22
(・4weeks：7/28～8/23）

2021/7/29
(・4weeks：8/4～8/30）

40

Business Course：
HSK4 or equivalent is
required

Platforms and software:
VooV Meeting, WeChat, Ding
Talk

https://admission.blcu.edu.
cn/en/2020/1104/c1453a
2177/page.htm

橋
本
 

雄
一

4
中
国

北京大学
Peking University

【2019年度以降入学者：19180304】
【2018年度以前入学者：180304】

中国語プログラム(4週間)

Peking University
Chinese Summer School

4-week Program(Session 2）

2021/8/2～8/27

9：30-16：00（日本時間）
8：30-15：00（現地時間）

※時間、曜日は各自要確認

◎授業料：6,000RMB (including fees for electronic textbooks)
◎申請料：400RMB (non-refundable)

2021/6/25
24：00（Beijing Time)

早めの申請推奨

62-
・Non-Chinese citizen
・金曜午後の講義は英語で
行われます。

http://www.isd.pku.edu.cn
/clss/English/Home.htm

望
月
　
圭
子

5
香
港

香港中文大学
The Chinese University of Hong Kong

【2019年度以降入学者：19180305】
【2018年度以前入学者：180305】

中国語プログラム (3週間)

International Summer School
(August Session)　-

intensive Putonghua (Mandarin)

2021/8/9～8/27

10:30-13:15(日本時間)
09:30-12:15(現地時間)

15:30-18:15(日本時間)
14:30-17:15(現地時間)

・Tuition: HK$15,444（≒USD1,980）
・Textbook: HK$200（≒USD26）
・Administration & Activities fee: HK$1,000（≒USD129)

*US$ amounts are for reference only
*All fees paid are non-refundable.

※授業料の免除枠があります。
※授業料免除を希望する応募者は、ショートビジットの申請手続きに
　準じて、2021/5/14までに、本学にオンライン応募申請してくださ
い。
※応募者多数の場合は選抜があります。

2021/5/31

授業料免除：
本学へオンライン応募申請

2021/5/14　まで

90

All academic courses
offered at the ISS are
conducted in English.
Our minimum requirements
are 71 for TOEFL (iBT) and
6.0 for IELTS.

http://www.summer.cuhk.e
du.hk/issaugustacademics
/

澤
田
　
ゆ
か
り

6
韓
国

延世大学
Yonsei University

【2019年度以降入学者：19180306】
【2018年度以前入学者：180306】

韓国語と韓国文化（3週間）

3-Week program
(Summer1) (Summer2)

・Summer (1) : 2021/8/2～8/20
(placement test: 7/30)

・Summer (2) : 2021/8/25～9/14
(placement test: 8/24)

【Summer2の開催は要確認】

◎申請料：80,000ウォン　(non-refundable)

Non-face-to-face-real-time class:
◎授業料：865,000 ウォン (No cultural experience activity)

※募集人数に達しない場合は、開催されない場合があります

・Summer (1)
2021/4/12-6/11

・Summer (2)
2021/5/10-7/9

・言語:60
・文化:6

特になし
https://www.yskli.com/hp
/crse/crseIntro006.do?ysk
liMenuNo=crseIntro006

南
　
潤
珍

7
韓
国

ソウル大学
Seoul National University

【2019年度以降入学者：19180307】
【2018年度以前入学者：180307】

韓国語プログラム（3週間）

Online　3-week Intensive Program
(Summer 2)

(Summer 2)
2021/8/16～9/3

09:00-11:50(日本時間)
09:00-11:50(現地時間)

◎Application fee： KRW 30,000 (non-refundable)
◎Tuition： KRW 450,000
授業料が変更になる場合もありますので、確認の上お支払い下さ
い。

※募集人数に達しない場合は、開催されない場合があります

2021/7/2 45 特になし
https://lei.snu.ac.kr/mobile/e
n/klec/3Week-
Online/course.jsp

南
　
潤
珍

1

https://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.detail/season/2/course_sn/225
https://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.detail/season/2/course_sn/225
https://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.detail/season/2/course_sn/225
https://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.detail/season/2/course_sn/225
https://reurl.cc/Gd18yG
https://reurl.cc/Gd18yG
https://reurl.cc/Gd18yG
https://reurl.cc/Gd18yG
https://reurl.cc/Gd18yG
https://reurl.cc/Gd18yG
https://sites.google.com/clc.tku.edu.tw/2021-dlcp-summer
https://sites.google.com/clc.tku.edu.tw/2021-dlcp-summer
https://sites.google.com/clc.tku.edu.tw/2021-dlcp-summer
https://admission.blcu.edu.cn/en/2020/1104/c1453a2177/page.htm
https://admission.blcu.edu.cn/en/2020/1104/c1453a2177/page.htm
https://admission.blcu.edu.cn/en/2020/1104/c1453a2177/page.htm
https://admission.blcu.edu.cn/en/2020/1104/c1453a2177/page.htm
https://admission.blcu.edu.cn/en/2020/1104/c1453a2177/page.htm
https://admission.blcu.edu.cn/en/2020/1104/c1453a2177/page.htm
http://www.isd.pku.edu.cn/clss/English/Home.htm
http://www.isd.pku.edu.cn/clss/English/Home.htm
http://www.summer.cuhk.edu.hk/issaugustacademics/
http://www.summer.cuhk.edu.hk/issaugustacademics/
http://www.summer.cuhk.edu.hk/issaugustacademics/
https://www.yskli.com/hp/crse/crseIntro006.do?yskliMenuNo=crseIntro006
https://www.yskli.com/hp/crse/crseIntro006.do?yskliMenuNo=crseIntro006
https://www.yskli.com/hp/crse/crseIntro006.do?yskliMenuNo=crseIntro006
https://lei.snu.ac.kr/mobile/en/klec/3Week-Online/course.jsp
https://lei.snu.ac.kr/mobile/en/klec/3Week-Online/course.jsp
https://lei.snu.ac.kr/mobile/en/klec/3Week-Online/course.jsp
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8
韓
国

梨花女子大学
EWHA Womans University

【2019年度以降入学者：19180308】
【2018年度以前入学者：180308】

イファ インターナショナル
サマーカレッジ Session 2

(3週間）

2021 Ewha Online International Co-Ed
Summer College(EISC)（Session 2)

Gateway to Korea

（Session 2）
2021/8/9～8/27

　

◎申請料:KRW100,000（Non-refundable）
◎受講料: KRW700,000

Early-Bird Tuition(6/15までの割引）
受講料: KRW500,000

※募集人数に達しない場合は、開催されない場合があります
※奨学金、詳細は左記URLで確認のこと
（Korea-Japan Joint Higher Education Student Exchange Program）

2021/7/15

※Scholarship：2021/6/11
※Early-Bird ：2021/6/15

45時間
 2.0/4.0

 as minimum GPA
http://summer.ewha.ac.kr/su
mmer/index..do

南
　
潤
珍

9
韓
国

梨花女子大学
EWHA Womans University

【2019年度以降入学者：19180308】
【2018年度以前入学者：180308】

韓国語と韓国文化（3週間）
<国外>

Short-term Program

・2021 Summer 2nd(Aug)国外:
2021/8/4～8/24

(placement test:2021/7/29)

・2021 Summer 3rd(Sep)国外:
2021/8/30～9/17

(placement test:2021/8/24)

◎入学金: 60,000ウォン(返金不可)
◎受講料: 840,000ウォン
◎教材費:別途(昨年度）

※募集人数に達しない場合は、開催されない場合があります

・2021 Summer 2nd:
2021/7/23

・2021 Summer 3rd:
2021/8/20

60 特になし
http://cms.ewha.ac.kr/use
r/edukoreaneng/

南
　
潤
珍

54

ベ
ト
ナ
ム

ハノイ国家大学
人文・社会科学大学

University of Social Sciences and
Humanities - Vietnam National

University, Hanoi

【2019年度以降入学者：19180347】
【2018年度以前入学者：180347】

ベトナム語オンラインプログラム
(2週間)

2021/8/30～9/13
10:00-12:40（日本時間）
8:00-10:40（現地時間）

野平先生に確認すること
参加希望者は野平先生に連

絡すること
30 ベトナム語2年生の志望者

野
平
 

宗
弘

53
ト
ル
コ

アンカラ大学
Ankara University

【2019年度以降入学者：19180346】
【2018年度以前入学者：180346】

オンライン基礎トルコ語コース
（4週間）

※トルコ語一年生向け

Online Turkish Course

2021/8/9～9/2
月・火　19:00-22:00（日本時間）
　　　　　13:00-16:00（現地時間）

　水・木　19:00-21:00（日本時間）
　　　　　　13:00-15:00（現地時間）

・Course Fee: ＄115
参加希望者は菅原先生に連

絡すること
40 トルコ語一年生対象

菅
原
　
睦

10

エ
ジ
プ
ト

アレキサンドリア大学
Alexandria university

Teaching Arabic for foreign learners
(TAFL)

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

アラビア語プログラム(3週間)

※参加希望者が3名以下の場合は、
開講されません。

2021/8/8～8/26

16：00～20：00（日本時間）
9:00～13：00（現地時間）

・授業料：＄700

2021年4月25日

留学支援共同利用
センターへメールで参加
希望の連絡をすること。

※締切が早い為、参加希望
者は早めに申込してくださ

い。

45 特になし

青
山
　
弘
之

11

ヨ
ル
ダ
ン

アリー・バーバー・
インターナショナル・センター
Ali Baba International Center

【2019年度以降入学者：19180309】
【2018年度以前入学者：180309】

アラビア語コース（3～4週間）

Online Arabic Language Course

8月コース/9月コース（予定）
※詳細は6月初旬に決定

※昨年度
16:00～19:00(日本時間）
 9:00～12:00(現地時間)

◎授業料：$900
　※参加人数により変更の可能性あり
◎諸費用：$65
　※登録料、プレースメントテスト費、教材費含む

2021/5/31
留学支援共同利用

センターまで
メールにて連絡

45 特になし
https://www.alibaba.edu.jo
/

青
山
　
弘
之

51
チ

ェ
コ

カレル大学
Charles University

【2019年度以降入学者：19180310】
【2018年度以前入学者：180310】

オンラインチェコ語コース（2週間）
CEFR A1-A2レベル

ONLINE SUMMER SCHOOL

【2021/7/23～2021/8/8】
Online classes will take place through
Moodle and Zoom. The schedule will
accommodate for the needs of LŠSS
online students based on their time

zones.

●Course Fee: 15,000 CZK
Number of students in a group: 8 max.
・40 hours of direct lessons,
・Phonetic consultations,
・Online educational material tailored to fit the needs of the LŠSS
・Synchronous and asynchronous consultations,
・Daily accompanying online program.

【Registration deadline】
15June

【The course fee payment
deadline】
30June

40 なし
https://lsss.ff.cuni.cz
/en/

篠
原
　
琢

12
チ

ェ
コ

マサリク大学
Masaryk University

【2019年度以降入学者：19180311】
【2018年度以前入学者：180311】

チェコ語オンラインコース
Czech Language Courses for Foreigners

- Online Classes
S50.

個人レッスンのため、
夏学期中の日程で各自設定すること

◎990 EUR
特に期日を設けていない

が、早めの申し込みを推奨

50
※授業時間が合計
50時間であること

特になし
https://kabcest.phil.muni.cz/e
n/study/online

篠
原
　
琢

2

http://summer.ewha.ac.kr/summer/index..do
http://summer.ewha.ac.kr/summer/index..do
http://cms.ewha.ac.kr/user/edukoreaneng/
http://cms.ewha.ac.kr/user/edukoreaneng/
https://www.alibaba.edu.jo/
https://www.alibaba.edu.jo/
https://lsss.ff.cuni.cz/en/
https://lsss.ff.cuni.cz/en/
https://kabcest.phil.muni.cz/en/study/online
https://kabcest.phil.muni.cz/en/study/online
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13

フ
ラ
ン
ス

グルノーブル・アルプ大学
Université Grenoble Alpes

 
【2019年度以降入学者：19180312】
【2018年度以前入学者：180312】

フランス語コース (4週間)
SUMMER 2021

Monthly distance courses
A1 to C1

2021/8/2～8/28

授業時間は参加するグループにより異な
る

※参考（昨年度）
21:00～ 1:30(日本時間)
13:00～17:30(現地時間)

◎授業料：€660（deposit: €200)
◎管理手数料：€20（返金不可）

特に期日を設けていないが、
早めの申込みを推奨

60

・40 hours：face-to-
face via the Zoom

・20 hours：
independent work on

a platform

特になし

https://cuef.univ-
grenoble-alpes.fr/main-
menu/useful-
information/schedules-
and-rates/

秋
廣
 

尚
恵

14
ド
イ
ツ

ゲッティンゲン大学
University of Göttingen

【2019年度以降入学者：19180313】
【2018年度以前入学者：180313】

ドイツ語コース(4週間)

Goettingen online intensive
Half-level courses

 (A1.1, A1.2, A2.1, A2.2,
 B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1)

2021/8/2～8/26
2021/9/6～9/30

16:30～19:00(日本時間)
  9:30～12:00(現地時間）

◎授業料：€249
※教材は別途購入が必要となる可能性あり

定員を設けているため
早めの申し込みを推奨

48時間相当
(48 lessons x 45min)

1クラス6～12人

オンライン受講を受講する
ためのIT機器に関する

要件を、各自ウェブサイトで
確認すること。

https://www.iik-
goettingen.de/en/courses
/summer-erasmus-
courses/online-classes-
for-international-
students/

西
岡
　
あ
か
ね

15
ド
イ
ツ

ベルリン自由大学
Freie Universität Berlin

【2019年度以降入学者：19180314】
【2018年度以前入学者：180314】

ドイツ語集中コース
FUBiS Term III 2021 Online

Semi-Intensive German Language
courses A-Track

A1～C1（No.O-3.04 ～O-3.08 ）

2021/7/17～8/14
※授業は月・水・木のみ

15：00～19:30(日本時間)
  8：00～12:30(現地時間）

開始が試験期間にかかるため、参加
の可否は各自で判断してください

◎費用
・プログラム費：:€ 90（返金不可）
・授業料:€ 800（教材費含む）
（Early registration discount：€ 40 ※5/22までの申込）
※クレジットカード払い

総合型コース（A-TrackのNo.O-3.01 ～O-3.03 、B-Trackの
No.O-3.09 ～O-3.11）とも組み合わせて受講できる
※受講Track数に関わらず、本学では2単位となる。

2021/6/19
（Early registration:

2021/5/22）
72

各コース15人まで
（例外あり）

http://www.fubis.org/2_pro
g/term_3_21/term_3_online

/index.html

西
岡
　
あ
か
ね

16
ド
イ
ツ

ミュンヘン大学
University of Munich

【2019年度以降入学者：19180315】
【2018年度以前入学者：180315】

オンライン・ドイツ語コース (4週間)
Online Course August 2021

2021/8/4～8/27

16：00～18:30(日本時間)
　9：00～11:30(現地時間）

◎費用
340ユーロ（外大生優待価格）
※テキスト代含む。
　ただし、レベルによっては教材を追加購入する必要あり（30ユーロ
程度）

2021/4/25
留学支援共同利用センター

へ
メールで参加希望の

連絡をすること。

※締切が早いため、
参加希望者は早めに
申込みしてください。

72×45分
（Zoom授業：54

＋
self-study：18）

最低5名

https://drive.google.com/file/
d/1GOlhchRFs2b5xBzgd3TxV
VeMUpz2c00U/view?usp=sha
ring

藤
縄
 

康
弘

17
ド
イ
ツ

トリーア大学
University of Trier

【2019年度以降入学者：19180316】
【2018年度以前入学者：180316】

ドイツ語と文化コース
(4週間)

48th International Summer School at
Trier University 2021 ONLINE

2021/8/2～8/27

16:15～22:45 (日本時間)
9:15～15:45 (現地時間）

※授業時間帯は日によって異なるので、
各自確認すること。日本時間2:00～(現地
時間19:00～）にsocial programmeが提供

される日もあります。

◎授業料：500 Euro
2021/7/15

(or if all places are
allocated)

約85H
(1クラス45分)

A1～C1レベル

https://www.uni-
trier.de/en/international/comi
ng-to-trier/international-
summer-school

西
岡
あ
か
ね
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ベ
ル
ギ
ー

リエージュ大学
Université de Liège

【2019年度以降入学者：19180317】
【2018年度以前入学者：180317】

フランス語コース(2週間)
Summer University

B1 to B2

2021/8/2～8/13

18:00～22:30(日本時間)
11:00～15:30(現地時間）

◎授業料：450 €
2021/7/25までに

デポジット250€を送金
45

B1～B2レベル
※参加者が集まらない場合

には中止の可能性あり

https://www.islv.uliege.be/cm
s/c_10571865/en/islv-l-
universite-d-ete

秋
廣
 

尚
恵
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オ
ー

ス
ト
リ
ア

ウィーン大学
University of Vienna

【2019年度以降入学者：19180318】
【2018年度以前入学者：180318】

ドイツ語コース
(3-4週間)

Summer Intensive Courses
A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1/1, B1/2,

B2/1, B2/2, C1/1, C1/2, C2

・4 weeks:
2021/8/3～8/27

16:15～19:00(日本時間)
　9:15～12:00(現地時間）

・3 weeks:
2021/8/31～9/17

16:15～20:00(日本時間)
　9:15～13:00(現地時間）

◎費用（テキスト代別）
・4 weeks: € 515
・3 weeks: € 505

※Zoom使用

2021/2/15
受付開始

・4wks:
42.75

(57 units x 45分)

・3wks:
42

(56 units x 45分)

特になし

https://sprachenzentrum.univ
ie.ac.at/en/german-
courses/summer-intensive-
courses/

西
岡
　
あ
か
ね

3

https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://www.iik-goettingen.de/en/courses/summer-erasmus-courses/online-classes-for-international-students/
https://www.iik-goettingen.de/en/courses/summer-erasmus-courses/online-classes-for-international-students/
https://www.iik-goettingen.de/en/courses/summer-erasmus-courses/online-classes-for-international-students/
https://www.iik-goettingen.de/en/courses/summer-erasmus-courses/online-classes-for-international-students/
https://www.iik-goettingen.de/en/courses/summer-erasmus-courses/online-classes-for-international-students/
https://www.iik-goettingen.de/en/courses/summer-erasmus-courses/online-classes-for-international-students/
http://www.fubis.org/2_prog/term_3_21/term_3_online/index.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_3_21/term_3_online/index.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_3_21/term_3_online/index.html
https://drive.google.com/file/d/1GOlhchRFs2b5xBzgd3TxVVeMUpz2c00U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOlhchRFs2b5xBzgd3TxVVeMUpz2c00U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOlhchRFs2b5xBzgd3TxVVeMUpz2c00U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOlhchRFs2b5xBzgd3TxVVeMUpz2c00U/view?usp=sharing
https://www.uni-trier.de/en/international/coming-to-trier/international-summer-school
https://www.uni-trier.de/en/international/coming-to-trier/international-summer-school
https://www.uni-trier.de/en/international/coming-to-trier/international-summer-school
https://www.uni-trier.de/en/international/coming-to-trier/international-summer-school
https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571865/en/islv-l-universite-d-ete
https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571865/en/islv-l-universite-d-ete
https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571865/en/islv-l-universite-d-ete
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/summer-intensive-courses/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/summer-intensive-courses/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/summer-intensive-courses/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/summer-intensive-courses/


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2021（令和3）年度夏学期ショートビジットプログラム（オンライン）
各国語コース

2021/6/25
※この表は情報が出次第アップデートされます
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国・
地域
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担当教

員

20

イ
タ
リ
ア

ペルージャ外国人大学
Università per Stranieri di Perugia

【2019年度以降入学者：19180319】
【2018年度以前入学者：180319】

イタリア語レギュラーコース
CORSO DI LINGUA ITALIANA

・2021/8/2～8/27
・2021/9/1～9/28

16:00～21:00(日本時間)
　9:00～14:00(現地時間）

※時間割は各自で確認すること

◎授業料（協定校価格）
360ユーロ（教材費含む）

◎オプション（会話コース、文化コース）
75ユーロ（レギュラーコースと同時受講の場合）
※オプションコースのみの受講：150ユーロ
※オプションコースの追加は単位認定に影響しません

※支払いはクレジットカード不可。銀行送金または国際送金のみ
（Transfer Wise推奨）

特にないが
早めの申込を推奨

60時間
（50分×72コマ）

・直接授業（マイクロ
ソフトTEAMSを利
用）：
48コマ
・間接授業（ムードル
を利用した、レポート
提出など）：24コマ

1クラス最低5名
※最低人数に満たない場合

他レベルへの振替等の
措置あり

https://www.unistrapg.it/node
/6912

小
田
原
 
琳

https://nawa.gov.pl/en/th
e-polish-language/nawa-
summer-courses

http://www.sjikp.us.edu.pl/
pages/letnia_szkola_info_en
.html

https://nawa.gov.pl/en/th
e-polish-language/nawa-
summer-courses

http://www.sjpdc.uni.lodz.p
l/

21

ポ
ー

ラ
ン
ド

アダム・ミツキェヴィチ大学
Adam Mickiewicz University

【2019年度以降入学者：19180322】
【2018年度以前入学者：180322】

ポーランド語と文化コース
(3週間)

Summer School of Polish
Language and Culture 2021

2021/8/2～8/20

(月～金)16:00-19:15(日本時間)
(月～金)09:00-12:15(現地時間)

(火・水・木)21:00-22:30(日本時間)
(火・水・木)14:00-15:30(現地時間)

・Cena：1320PLN　（295EURO）

※募集人数に達しない場合は、開催されない場合があります
2021/7/15

60
特になし

・Platform: MｓTeams

http://summerschool.amu.
edu.pl/

森
田
　
耕
司

47

ウ
ク
ラ
イ
ナ

リヴィウ国立大学
University of Lviv

【2019年度以降入学者：19180323】
【2018年度以前入学者：180323】

ウクライナ語コース
(2週間)

The International Online Summer School
“Ukrainian Language and Country

Studies”

2021/7/26～8/7

15:30-21:00(日本時間)
09:30-15:00(現地時間)

※授業時間は日によって異なりますの
で、各自で確認してください。

◎授業料:300ユーロ

http://summer-
school.com.ua/aplica
tion-form/?lang=en

約40時間
特になし

（18歳以上）

https://drive.google.c
om/file/d/10X_4P5Cv
4_lM6CrNlavgetN8BYI
2KDw6/view?usp=sha

ring

前
田
　
和
泉

22

リ
ト
ア
ニ
ア

ヴィータウタスマグヌス大学
Vytautas Magnus University (Kaunas)

【2019年度以降入学者：19180324】
【2018年度以前入学者：180324】

リトアニア語と文化コース
(4週間)

Lithuanian Language and Culture
Summer Course 2021

2021/7/19～8/15
Group A:16:30～19:00(日本時間)
　　　　　　10.30～13.00(現地時間）

※開始が試験期間にかかるため、
参加の可否は各自で判断してください

◎費用
・授業料：150ユーロ（学割価格）
　includes: tuition, teaching material, social and cultural programme
　※Once the tuition fee is transferred, it is non-refundable
　※Early birdは割引の適用はなし
.
・申請料： 30ユーロ（返金なし）

2021/6/11
（Early bird: 2021/5/31）

100 特になし
http://balticsummeru
niversity.com/

沼
野
　
恭
子

•　2021/8/1〜22

50

ポ
ー

ラ
ン
ド

ウッチ大学
The University of Lodz

【2019年度以降入学者：19180321】
【2018年度以前入学者：180321】

The summer online course as part of
"NAWA Summer Courses"

49

ポ
ー

ラ
ン
ド

シロンスク大学
University of Silesia in Katowice

【2019年度以降入学者：19180320】
【2018年度以前入学者：180320】

Summer School of Polish Language,
Literature and Culture

2021 Online Summer School

（NAWA Summer Courses 2021）

•　2021/8/2〜23

森
田
　
耕
司

ポーランド政府からの招待枠（NAWA-Scholarship）がある為、受講料
は免除になります。

※　参加を希望する学生は、
ポーランド語担当教員に問い
合わせること

言語：65
その他

・現在ポーランドに住んでい
ないこと。
・母語がポーランド語でない
こと。
・2020/2021年度（長期休暇
期間は含まない）にポーラン
ドに留学していないこと。
・このプログラムの授業
の75％以上の参加が必要
・プログラム期間中、またプ
ログラム修了後の評価活動
（オンラインアンケート）が必
須
必ず右記URLをご確認くださ
い。

森
田
　
耕
司

ポーランド政府からの招待枠（NAWA-Scholarship）がある為、受講料
は免除になります。

※　参加を希望する学生は、
ポーランド語担当教員に問い
合わせること

言語：45
文化等：30以上

・現在ポーランドに住んでい
ないこと。
・母語がポーランド語でない
こと。
・2020/2021年度（長期休暇
期間は含まない）にポーラン
ドに留学していないこと。
・このプログラムの授業
の75％以上の参加が必要
・プログラム期間中、またプ
ログラム修了後の評価活動
（オンラインアンケート）が必
須
必ず右記URLをご確認くださ
い。

deadline: 6/15  

【アプリケーションフォーム】

4

https://www.unistrapg.it/node/6912
https://www.unistrapg.it/node/6912
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses
http://www.sjikp.us.edu.pl/pages/letnia_szkola_info_en.html
http://www.sjikp.us.edu.pl/pages/letnia_szkola_info_en.html
http://www.sjikp.us.edu.pl/pages/letnia_szkola_info_en.html
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses
http://www.sjpdc.uni.lodz.pl/
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http://summerschool.amu.edu.pl/
http://summerschool.amu.edu.pl/
http://summer-school.com.ua/aplication-form/?lang=en
http://summer-school.com.ua/aplication-form/?lang=en
http://summer-school.com.ua/aplication-form/?lang=en
https://drive.google.com/file/d/10X_4P5Cv4_lM6CrNlavgetN8BYI2KDw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10X_4P5Cv4_lM6CrNlavgetN8BYI2KDw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10X_4P5Cv4_lM6CrNlavgetN8BYI2KDw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10X_4P5Cv4_lM6CrNlavgetN8BYI2KDw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10X_4P5Cv4_lM6CrNlavgetN8BYI2KDw6/view?usp=sharing
http://balticsummeruniversity.com/
http://balticsummeruniversity.com/


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。
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員

23

ポ
ル
ト
ガ
ル

リスボン大学
University of Lisbon

【2019年度以降入学者：19180325】
【2018年度以前入学者：180325】

ポルトガル語コース(4週間)

86th summer course 2021

・2021/8/2～8/27
17:00-21:00 (日本時間)
09:00-13:00 (現地時間)

・2021/9/3～9/30
16:00-20:00 (日本時間)
08:00-12:00 (現地時間)

・授業料：EUR 490

※募集人数に達しない場合は、開催されない場合があります

プログラム開始
15日前まで

80 特になし
https://www.iclp.letras.ulis
boa.pt/en/summer-
course-2020-2/

黒
澤
　
直
俊

24
ロ
シ
ア

モスクワ大学
M. V. Lomonosov Moscow State

University

【2019年度以降入学者：19180326】
【2018年度以前入学者：180326】

ロシア語コース（4週間）

2 cities - 2 universities
VARIOUS RUSSIA (first time online)

2021/8/23～9/17 ◎費用：1,125$US

2021/8/1

【モスクワ大学SV説明会】
4/23（金）18:00～19:00

Zoomにて開催
（詳細はTUFS Moodle「留学
に関するお知らせ」を参照）

100
ロシア語を1年以上学んだ学

生

https://drive.google.com/d
rive/folders/1bMCWxnIkz9
FOWDsLY61JftAKxmLQh
W-7?usp=sharing

鈴
木
義
一

25

ス
ペ
イ
ン

サラマンカ大学
University of Salamanca

【2019年度以降入学者：19180327】
【2018年度以前入学者：180327】

スペイン語と文化(3-4週間)

Online Spanish and Culture courses

・2021/8/2～8/20(3 weeks)
・2021/8/2～8/27(4 weeks)

・2021/9/1～9/22(3 weeks)
・2021/9/1～9/29(4 weeks)

16:00～(日本時間)
09:00～(現地時間)

3-4週間で選択可能。
※ 授業時間数は45時間以上であること

◎授業料：476€-564€
(授業時間は1日3時間)

※募集人数に達しない場合は、開催されない場合があります

※SEPTEMBER
The following options NOT included: The Role of Women in Spanish
History, Spanish and Latin American Cinema and The Arab World in
Hispanic Culture.

8月：2021/7/25

9月：2021/8/22

45-60

※ 授業時間数は45
時間以上であること

特になし

https://cursosinternaciona
les.usal.es/en/online-
language-and-culture-
courses

川
上
　
茂
信

46

ス
ペ
イ
ン

インスティトゥト・セルバンテス
Instituto Cervantes

【2019年度以降入学者：19180328】
【2018年度以前入学者：180328】

「スペイン語国内留学体験」コース
（5日間）

・スペイン語国内留学体験 A2
・スペイン語国内留学体験 B1

インスティトゥト・セルバンテス東京
で開講される「対面授業」になります

※　申し込み後に、日本政府当局により
緊急事態宣言または新たな警告的宣言
が発令または延長された場合、日本政府
当局の要請に従い、オンラインコースに
変更されます。その場合の授業時間、価

格、時間数は通学コースと同じです。

•　2021/8/17〜21
もしくは

•　2021/8/24〜28

火～土（9：00～16：00）

受講料
・58,000円（税込）
　(外大生はここから10％割引）
  (コース開始2週間前まで早期申込、更に5％割引）

・受講前に、レベルチェックテストを受けることが出来ます。レベル
チェックテストを受けても、追加の費用は発生しません。詳細は右記
URLでご確認ください。

※ オンライン申込みの際は、「Descuentos（割引）」の [協定大学
10%] [登録早割 5%] の２カ所に必ずチェック☑を入れてください。

※銀行振込み／インスティトゥト・セルバンテス東京の窓口で支払い
を行う場合は、割引後の金額を支払うよう注意してください。

特になし

Early registration:
コース開始2週間前まで

全30時間

スペイン語:15時間
プロジェクト:10時間

文化:5時間

対象：ヨーロッパ言語共通参
照枠（CEFR）に基づきA2ま
たはB1レベル

https://tokio.cervantes.es/jp
/spanish_courses/language_cu
ltural_immersion.htm

川
上
　
茂
信
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ス
ペ
イ
ン

アルカラ大学
University of Alcalá

【2019年度以降入学者：19180329】
【2018年度以前入学者：180329】

オンライン
スペイン語コース

スペイン語と文化コース
(4週間)

SFL Virtual System (Live Classes)
・Intensive Language course

・Intensive Language and culture course

Intensive August
・2021/8/2-8/31

Intensive September
・2021/9/1-9/29

・Intensive Language course
16:00～20:30(日本時間)
09:00～13:30(現地時間)

・Intensive Language and culture course
16:00～21:45(日本時間)
09:00～14:45(現地時間)

◎Tuition
Language course： EUR 680
Language and culture course： EUR 850

※ Pre-registrationが必要です

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

Language course：
80

Language and
culture coursen：

100

特になし
http://www.alcalingua.com
/en/courses

久
米
　
順
子
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https://www.iclp.letras.ulisboa.pt/en/summer-course-2020-2/
https://www.iclp.letras.ulisboa.pt/en/summer-course-2020-2/
https://www.iclp.letras.ulisboa.pt/en/summer-course-2020-2/
https://drive.google.com/drive/folders/1bMCWxnIkz9FOWDsLY61JftAKxmLQhW-7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bMCWxnIkz9FOWDsLY61JftAKxmLQhW-7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bMCWxnIkz9FOWDsLY61JftAKxmLQhW-7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bMCWxnIkz9FOWDsLY61JftAKxmLQhW-7?usp=sharing
https://cursosinternacionales.usal.es/en/online-language-and-culture-courses
https://cursosinternacionales.usal.es/en/online-language-and-culture-courses
https://cursosinternacionales.usal.es/en/online-language-and-culture-courses
https://cursosinternacionales.usal.es/en/online-language-and-culture-courses
https://tokio.cervantes.es/jp/spanish_courses/language_cultural_immersion.htm
https://tokio.cervantes.es/jp/spanish_courses/language_cultural_immersion.htm
https://tokio.cervantes.es/jp/spanish_courses/language_cultural_immersion.htm
http://www.alcalingua.com/en/courses
http://www.alcalingua.com/en/courses


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2021（令和3）年度夏学期ショートビジットプログラム（オンライン）
各国語コース

2021/6/25
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号
国・
地域
名

協定大学・教育機関名
【時間割コード】

プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員
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ス
ペ
イ
ン

マラガ大学
University of Malaga

【2019年度以降入学者：19180330】
【2018年度以前入学者：180330】

オンラインスペイン語コース（4週間）

CIE-UMA Online Spanish Courses 2021

・2021/8/2～8/27

16:00～18:15(日本時間)
09:00～11:15(現地時間)

　※祝日がある為、
　　　30分延長される場合がある

◎授業料:EUR 600  (外大の学生は ここから 25% discountあり)

申請先:Centro Internacional de Espanol  email:cie@uma.es
- application form
 (下記よりダウンロードし、各自メールで申請してください。
その際、外大生であることを伝え支払方法を確認してください)
https://drive.google.com/file/d/1YvlQ08KTsdnSXUv3Ds0e-
nc5NNuABYkn/view?usp=sharing

- copy of passport
- document from TUFS (英文の在籍証明書)
- copy of payment

※募集人数に達しない場合は、開催されない場合があります

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

80 特になし

https://drive.google.com/fi
le/d/1EOOVHBapSSlMTA
gct9lUcN3zJ0byEmsM/vie
w?usp=sharing

川
上
　
茂
信

28

ス
ペ
イ
ン

グラナダ大学
University of Granada

【2019年度以降入学者：19180331】
【2018年度以前入学者：180331】

オンラインスペイン語集中コース
（4週間）

ONLINE INTENSIVE SPANISH COURSES

AUG
2021/8/2～8/30

SEP
2021/9/2～9/29

　17:00～20:00(日本時間)
　10:00～13:00(現地時間)

◎　Tuition： EUR685
Tuition will be fully refunded if the student decides
not to continue in the first week of the course

※募集人数に達しない場合は、開催されない場合があります
※9月の申請方法については、現在確認中です。

コース開始3日前まで
早めの申請を推奨

60 特になし

https://formacion.clm-
granada.com/online-spanish-
course-for-different-time-
zones/

川
上
　
茂
信
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https://drive.google.com/file/d/1EOOVHBapSSlMTAgct9lUcN3zJ0byEmsM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOOVHBapSSlMTAgct9lUcN3zJ0byEmsM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOOVHBapSSlMTAgct9lUcN3zJ0byEmsM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOOVHBapSSlMTAgct9lUcN3zJ0byEmsM/view?usp=sharing
https://formacion.clm-granada.com/online-spanish-course-for-different-time-zones/
https://formacion.clm-granada.com/online-spanish-course-for-different-time-zones/
https://formacion.clm-granada.com/online-spanish-course-for-different-time-zones/
https://formacion.clm-granada.com/online-spanish-course-for-different-time-zones/


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2021（令和3）年度夏学期ショートビジットプログラム（オンライン）
英語コース

2021/6/25月
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号
国・
地域
名

協定大学・教育機関名 プログラム名 日程 金額
申請期間/
締切日

授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

29
カ
ナ
ダ

ブリティシュ・コロンビア大学
University of British Columbia

【2019年度以降入学者：19180332】
【2018年度以前入学者：180332】

英語プログラム(4週間）

Global Citizenship through English (GCE)
Online Program(4 week)

(1) Part time
(2) Full time

2021/8/10～9/3
(1) 8:00am-10:15am（日本時間)
(2) 8:00am-11:45am(      〃　　）

※授業は日本時間の火～金のみ

（現地時間は前日2021/8/9～9/2)
(1)16:00pm～18:15pm
(2)16:00am～19:45pm

・Tuition: (1) CA$1,325
              (2) CA$1,848
・Application Fee: (1) (2) ともに CA$150
・Deposit:  (1) (2) ともに CA$300

※体験授業が受講できます。詳細は右記のウェブサイトを
確認してください。

先着順で定員に達したら締め切る。

〈Application form入力時に
下記の指示を守ること〉

①"Are you a current university
 student?"→　YESを選択。

②続いて大学名を尋ねられるので
TUFSと入力。

(1) 60時間
（週9時間の授業+
週6時間の個別学

習）

(2) 84時間
（週15時間の授業+
週6時間の個別学

習）

特になし

Six levels: upper elementary
to advanced (A2-C1)

https://eli.ubc.ca/progra
ms/global-citizenship-
english-online-overview

川
本
　
渚
凡

https://drive.google.
com/file/d/1QMRW
odSdA5jgSvZxxqoW
URDPLJ_vFJLm/vie
w?usp=sharing

https://drive.google.
com/file/d/1HpEY6h
YmrR5hH5XZKkGLD
qEwaiNfV3XD/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/
file/d/1MKhAlYdUcjXvfjz9
QGd2h0g0iL2eiEUb/view?
usp=sharing

31

ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
サンディエゴ校

University of California,
San Diego

【2019年度以降入学者：19180334】
【2018年度以前入学者：180334】

英語コース(4週間）

・Conversation and Fluency

(1) 2021/8/3～8/28
(2) 2021/8/31～9/25

10:00am-13:00pm（日本時間)

(現地時間は日本の前日
(1)2021/8/2～8/27
(2)2021/8/30～9/24

18:00pm-21:00pmとなります)

・授業料:$1500
・申請料:$50
・教科書代:$50～75

2021/6/10

留学支援共同利用センターにメールで
参加希望の連絡をすること。（先方への

申請は別途連絡します。）

支払い期限:
プログラム開始30日前

60時間
(週15時間
　×4週間)

100% LIVE online instruction
Platform: Zoom; Canvas LMS

https://extension.
ucsd.edu/internati
onal-
programs/online-
courses/esl-
courses

川
本
　
渚
凡
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
ロサンゼルス校

University of California
Los Angeles

【2019年度以降入学者：19180335】
【2018年度以前入学者：180335】

アカデミック集中英語コース(6週間)
Acedemic Intensive English Program C

(AIEP C) (6 weeks)

集中英語コミュニケーションコース(3/4週間）
 Intensive English Communication Program
B or C  (IECP B or C) (3 weeks or 4 weeks)

米文化とコミュニケーションコース(3/4週間）
American Culture and Communications

Program B or C (ACC B orC)
 (3 weeks or 4 weeks)

AIEP C : 2021/8/2-9/10
IECP B : 2021/7/26-8/19
IECP C : 2021/8/23-9/10

9:00am-15:00pm（日本時間）
(現地時間は日本の前日16:00pm-

22:00pmとなります)

ACC B : 2021/7/26-8/19
ACC C : 2021/8/23-9/10

9:00am-12:00pm（日本時間）
(現地時間は日本の前日16:00pm-

19:00pmとなります)

<Program Fee>
　AIEP C : US$3,360 (Full time)
　IECP B : US$2,420 (Full time)
　IECP C : US$1,890 (Full time)
　ACC B  : US$2,065 (Part time)
　ACC C  : US$1,549 (Part time)

 The Student Services and Program Fees are required for
all full-time programs. Cost of  books and other expenses
are not included in the above fees.

先着順で定員に達したら締め切る。

AIEP/IECP
週30時間

ACC
週15時間

AIEP : 9 levels basic to
advanced

IECP : 3 levels: Intermediate
Prep, Intermediate, and

Advanced

ACC : なし

https://www.uclae
xtension.edu/engli
sh-language-
programs-
american-
language-
center/intensive-
english-
communication-
program-iecp

川
本
　
渚
凡
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ア
メ
リ
カ

サンフランシスコ州立大学
San Francisco State University

【2019年度以降入学者:19180336】
【2018年度以前入学者:180336】

San Francisco Discover

Summer B 4 weeks
Summer B 3 weeks

Summer B 4 weeks
2021/8/10～9/3

Summer B 3 weeks
2021/8/10～8/27

Live sessions
9:30am-14:20pm（日本時間）

(現地時間は前日
8/9～9/2

17:30pm-22:30pmとなります)

4 weeks : $1,325
3 weeks : $995
※外大生は10％協定校割引あり。

2021/6/4
(締切後も空きがあれば申込可)

支払い締切は2021/06/11

3週間：48時間
4週間：64時間

https://ali.sfsu.edu
/sfdiscover/online

川
本
　
渚
凡
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カ
ナ
ダ

レジャイナ大学
University of Regina

【2019年度以降入学者：19180333】
【2018年度以前入学者：180333】

英語コース（3週間）

Language and Culture Program
(ESL)-Remote Delivery

2021/8/8～8/27

Live sessions
8:30am-12:00pm（日本時間）

(現地時間は前日
8/7～8/26 17:30pm-21:00pm

となります)

※Pre-program session
2021/6/26

9：00am～（予定）
（現地時間2021/6/25　18：00ｐｍ～）
コース申込者にのみ別途連絡あり

・授業料:CA$625
・オプション　virtual local contacts : CA$200

※Virtual local contactsはレジャイナ大学の学生やレジャ
イナ現地の年配の住民の方々との交流と通して、英会話
や文化に触れることを目的としたプログラムです。

2021/6/15

留学支援共同利用センターにメールで
参加希望の連絡をすること。（先方への

申請は別途連絡します。）

68.5時間
LIVE授業38.5時間

映像授業30間

特になし

※参加者が12名に満たない
場合は、中止となります。

川
本
　
渚
凡
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https://eli.ubc.ca/programs/global-citizenship-english-online-overview
https://eli.ubc.ca/programs/global-citizenship-english-online-overview
https://eli.ubc.ca/programs/global-citizenship-english-online-overview
https://drive.google.com/file/d/1QMRWodSdA5jgSvZxxqoWURDPLJ_vFJLm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMRWodSdA5jgSvZxxqoWURDPLJ_vFJLm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMRWodSdA5jgSvZxxqoWURDPLJ_vFJLm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMRWodSdA5jgSvZxxqoWURDPLJ_vFJLm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMRWodSdA5jgSvZxxqoWURDPLJ_vFJLm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HpEY6hYmrR5hH5XZKkGLDqEwaiNfV3XD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HpEY6hYmrR5hH5XZKkGLDqEwaiNfV3XD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HpEY6hYmrR5hH5XZKkGLDqEwaiNfV3XD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HpEY6hYmrR5hH5XZKkGLDqEwaiNfV3XD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HpEY6hYmrR5hH5XZKkGLDqEwaiNfV3XD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKhAlYdUcjXvfjz9QGd2h0g0iL2eiEUb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKhAlYdUcjXvfjz9QGd2h0g0iL2eiEUb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKhAlYdUcjXvfjz9QGd2h0g0iL2eiEUb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKhAlYdUcjXvfjz9QGd2h0g0iL2eiEUb/view?usp=sharing
https://extension.ucsd.edu/international-programs/online-courses/esl-courses
https://extension.ucsd.edu/international-programs/online-courses/esl-courses
https://extension.ucsd.edu/international-programs/online-courses/esl-courses
https://extension.ucsd.edu/international-programs/online-courses/esl-courses
https://extension.ucsd.edu/international-programs/online-courses/esl-courses
https://extension.ucsd.edu/international-programs/online-courses/esl-courses
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://ali.sfsu.edu/sfdiscover/online
https://ali.sfsu.edu/sfdiscover/online


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2021（令和3）年度夏学期ショートビジットプログラム（オンライン）
英語コース

2021/6/25月
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号
国・
地域
名

協定大学・教育機関名 プログラム名 日程 金額
申請期間/
締切日

授業時間数 参加要件 URL
担当教

員
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デラウエア大学
University of Delaware

【2019年度以降入学者：19180337】
【2018年度以前入学者：180337】

オンライン英語コース（４週間）

4-week English Language and American
Culture Program

2021/8/30～9/24(4週)

授業料：$904
※参加者人数に応じて、授業料割引あり
　　　参加者10人以上の場合 $768
　　　参加者15人以上の場合 $723

まずは本学の留学支援共同利用セン
ターへのオンライン申請を6/30迄(2021

年度）に行うこと。（先方への申請は別途
個別に連絡します)

52時間
(週13×4)

特になし

https://drive.googl
e.com/file/d/160q
5kC-OrY9-
Nt4_LqblHChZXtq
QvjTx/view?usp=s
haring

川
本
　
渚
凡
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オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア

ディーキン大学
Deakin Unuversity

【2019年度以降入学者:19180338】
【2018年度以前入学者:180338】

総合英語コース(5週間)

General English
Elementary to Advanced

Orientation:2021/8/12

2021/8/16～9/17

6:30am-12:30pm（日本時間)
8:30am-14:30pm(現地時間)

・Program fee：AUD1750
・Enrolment:AUD250

まずは本学の留学支援共同利用セン
ターへのオンライン申請を6/30迄(2021

年度）に行うこと。（先方への申請は別途
個別に連絡します)

100時間
(1週20時間×

5週間)
特になし

http://deakin.jp/d
ueli

川
本
　
渚
凡
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ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン
ド

オークランド大学
University of Auckland

【2019年度以降入学者：19180339】
【2018年度以前入学者：180339】

総合英語コース(4週間)

General English (4週間)

2021/8/16-9/10

4:15am-8:30pm（日本時間)
8:15am-12:30pm(現地時間)

9:00am-13:15pm（日本時間)
13:00pm-17:15pm(現地時間)

・授業料:NZ$475/週
※その他手数料はINVOICEで確認すること

定員になり次第終了

支払いは4週間前まで

80
(週20時間×

4週間)
特になし

https://www.ela.au
ckland.ac.nz/

川
本
　
渚
凡

https://drive.google.
com/file/d/154VG7I
7aLJRzllDGao84lnZI
KbM11xA_/view?usp
=sharing

https://forms.office.
com/Pages/Respon
sePage.aspx?id=pVz
-Rm-
GQk6S6e2HhiRVRe8
qpvOPKc9HsC7VB8
5xzuhUNEdPQVNOT
05LTkpLVjZJSjc1OE
VDR0hPOCQlQCN0
PWcu

38

イ
ギ
リ
ス

ロンドン大学
東洋・アフリカ

研究学院
SOAS

(The School of Oriental and African
Studies), University of London

【2019年度以降入学者：19180341】
【2018年度以前入学者：180341】

英語コース（3週間）
English Courses(3週間)

＜Block 2＞
 ・Advanced Reading & Writing (3 weeks)
 
＜Block 3＞
 ・English Language Skills (3 weeks)

summer B 4 weeks
2021/8/10～9/3

Summer B 3 weeks
2021/8/10～8/27

Live sessions
9:30am-14:20pm（日本時間）

(現地時間は前日
8/9～9/2

17:30pm-22:30pmとなります)

授業料： 3weeks: 通常￡1,200/協定校価格￡1,140
　            6weeks: 通常￡2,250/協定校価格￡2,137.50

We recommend you apply early,
3週間合計:

LIVE授業36時間
映像授業30時間

<Block2>Minimum entry level:
Upper Intermediate IELTS 6.5
/ TOEFL IBT 95

 <Block 3>This course is not
suitable for beginners or
students with elementary
level English. Students will be
tested on the first day and
grouped according to their
language level.

https://www.soas.
ac.uk/ifcels/summ
er/

川
本
　
渚
凡

https://www.soas.
ac.uk/ifcels/summ
er/

https://soas.hosted.
panopto.com/Panopt
o/Pages/Viewer.asp
x?id=efd89c61-
39ee-49e1-aa5d-
ad4b00f504e4

・授業料（外大生特別価格）
　　　4 weeks: €800

　　　5 weeks:  €1000
　　　6 weeks:  €1200
　　　7 weeks:  €1400

開始日の４週間前まで
（早めの申し込みを推奨）

※留学先への申請は、右端下段の
URLから行ってください。

〈Application form入力時に
下記の指示を守ること〉

①Course Optionsで、「Q11. Morning
courses」の「English for Work and Life

(General English) - 20 hours per weeks
(mornings)」 を選択。

②Q.20 How did you hear about us? で、
「その他」と書かれた四角囲みを
選択し、そこに TUFS と記入。

80時間～
(20時間 x 4週～)

特になし

川
本
　
渚
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ア
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ラ
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ド

アイルランド国立大学コーク校
University College Cork

【2019年度以降入学者：19180340】
【2018年度以前入学者：180340】

　　オンライン英語プログラム（4週間～）

　　Online English Language Programme

（毎週月曜日入学可能）
夏学期期間中で4週間以上を選択

開始日は7/26、8/2*、8/9、8/16、
8/23、8/30のいずれか

*8/2は祝日のため授業は8/3開始

※終了日が秋学期期間に重ならないよ
うに注意すること

17:00pm-21:00pm（日本時間)
9:00am-13:00pm(現地時間)

※曜日により、日本時間22:00pm-
24:00pm（現地時間14:00pm-16:00pm）
に Communicative Language Class／
Social/Irish Cultural Eventを受講可

川
本
　
渚
凡
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ロンドン大学
東洋・アフリカ

研究学院
SOAS

(The School of Oriental and African
Studies), University of London

【2019年度以降入学者：19180341】
【2018年度以前入学者：180341】

イ
ギ
リ
ス

英語サポート付テーマ別コース（3・6週間）
Subject Courses with English Language

Support (3/6週間)
※特に記載のないものは3週間

＜Block 2＞
 ・World Literature in London

 ・International Relations
 ・Global Business Studies

＜Block 3＞
 ・Introduction to the Media

 ・Environment & Development and Changing
World Views

 ・Global Business Strategy

＜Block 2＞
2021/8/2～8/20（3週）

＜Block 3＞
2020/8/23～9/10（3週）

暫定時間割※要確認
16:00-19:00(日本時間)
8:00-11:00（現地時間)

授業料：3weeks: 通常￡1,200/協定校価格￡1,140
　           6weeks: 通常￡2,250/協定校価格￡2,137.50

We recommend you apply early,
3週間合計:

LIVE授業36時間
映像授業30時間

Students will need at least an
intermediate level of English
in order to understand the

lectures, which are delivered
at undergraduate level, and to
engage in lively discussion in
the seminars and tutorials.

＜昨年度＞
Intermediate IELTS 5.5 /

TOEFL IBT 76
（スコア記入のみ必要）

8

https://drive.google.com/file/d/160q5kC-OrY9-Nt4_LqblHChZXtqQvjTx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160q5kC-OrY9-Nt4_LqblHChZXtqQvjTx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160q5kC-OrY9-Nt4_LqblHChZXtqQvjTx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160q5kC-OrY9-Nt4_LqblHChZXtqQvjTx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160q5kC-OrY9-Nt4_LqblHChZXtqQvjTx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160q5kC-OrY9-Nt4_LqblHChZXtqQvjTx/view?usp=sharing
http://deakin.jp/dueli
http://deakin.jp/dueli
https://www.ela.auckland.ac.nz/
https://www.ela.auckland.ac.nz/
https://drive.google.com/file/d/154VG7I7aLJRzllDGao84lnZIKbM11xA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154VG7I7aLJRzllDGao84lnZIKbM11xA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154VG7I7aLJRzllDGao84lnZIKbM11xA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154VG7I7aLJRzllDGao84lnZIKbM11xA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154VG7I7aLJRzllDGao84lnZIKbM11xA_/view?usp=sharing
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pVz-Rm-GQk6S6e2HhiRVRe8qpvOPKc9HsC7VB85xzuhUNEdPQVNOT05LTkpLVjZJSjc1OEVDR0hPOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pVz-Rm-GQk6S6e2HhiRVRe8qpvOPKc9HsC7VB85xzuhUNEdPQVNOT05LTkpLVjZJSjc1OEVDR0hPOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pVz-Rm-GQk6S6e2HhiRVRe8qpvOPKc9HsC7VB85xzuhUNEdPQVNOT05LTkpLVjZJSjc1OEVDR0hPOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pVz-Rm-GQk6S6e2HhiRVRe8qpvOPKc9HsC7VB85xzuhUNEdPQVNOT05LTkpLVjZJSjc1OEVDR0hPOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pVz-Rm-GQk6S6e2HhiRVRe8qpvOPKc9HsC7VB85xzuhUNEdPQVNOT05LTkpLVjZJSjc1OEVDR0hPOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pVz-Rm-GQk6S6e2HhiRVRe8qpvOPKc9HsC7VB85xzuhUNEdPQVNOT05LTkpLVjZJSjc1OEVDR0hPOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pVz-Rm-GQk6S6e2HhiRVRe8qpvOPKc9HsC7VB85xzuhUNEdPQVNOT05LTkpLVjZJSjc1OEVDR0hPOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pVz-Rm-GQk6S6e2HhiRVRe8qpvOPKc9HsC7VB85xzuhUNEdPQVNOT05LTkpLVjZJSjc1OEVDR0hPOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pVz-Rm-GQk6S6e2HhiRVRe8qpvOPKc9HsC7VB85xzuhUNEdPQVNOT05LTkpLVjZJSjc1OEVDR0hPOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pVz-Rm-GQk6S6e2HhiRVRe8qpvOPKc9HsC7VB85xzuhUNEdPQVNOT05LTkpLVjZJSjc1OEVDR0hPOCQlQCN0PWcu
https://www.soas.ac.uk/ifcels/summer/
https://www.soas.ac.uk/ifcels/summer/
https://www.soas.ac.uk/ifcels/summer/
https://soas.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=efd89c61-39ee-49e1-aa5d-ad4b00f504e4
https://soas.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=efd89c61-39ee-49e1-aa5d-ad4b00f504e4
https://soas.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=efd89c61-39ee-49e1-aa5d-ad4b00f504e4
https://soas.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=efd89c61-39ee-49e1-aa5d-ad4b00f504e4
https://soas.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=efd89c61-39ee-49e1-aa5d-ad4b00f504e4
https://soas.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=efd89c61-39ee-49e1-aa5d-ad4b00f504e4


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2021（令和3）年度夏学期ショートビジットプログラム（オンライン）
英語コース

2021/6/25月
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号
国・
地域
名

協定大学・教育機関名 プログラム名 日程 金額
申請期間/
締切日

授業時間数 参加要件 URL
担当教

員
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イ
ギ
リ
ス

マンチェスター大学
University of
Manchester

【2019年度以降入学者：19180342】
【2018年度以前入学者：180342】

English Summer Programme
夏季英語プログラム

（1）3週間
（2）4週間

※期間は3週間または4週間とすること。2週間
ではショートビジットとして認められません。

（1）2021/8/2～8/20
（2）2021/8/2～8/27

17:00pm-20:30pm(日本時間)
9:00am-12:30pm(現地時間）

※時間帯は変更の可能性があります。

授業料
（1）￡　990
（2）￡1,320

※イギリスに於ける20営業日前までの授業料払い込みが
必須。

2021/6/13

週18時間
（1） 54時間
（2） 72時間

・中級程度の英語力 (IELTS
4.5～6.0 相当)を証明する書
類を提出すること。

*This course is not suitable
for advanced students (CEFR
C1/C2  or IELTS 6.5 overall
or above).

https://www.langu
agecentre.manche
ster.ac.uk/study-
english/our-
courses/english-
summer-
programme/

川
本
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https://www.languagecentre.manchester.ac.uk/study-english/our-courses/english-summer-programme/
https://www.languagecentre.manchester.ac.uk/study-english/our-courses/english-summer-programme/
https://www.languagecentre.manchester.ac.uk/study-english/our-courses/english-summer-programme/
https://www.languagecentre.manchester.ac.uk/study-english/our-courses/english-summer-programme/
https://www.languagecentre.manchester.ac.uk/study-english/our-courses/english-summer-programme/
https://www.languagecentre.manchester.ac.uk/study-english/our-courses/english-summer-programme/
https://www.languagecentre.manchester.ac.uk/study-english/our-courses/english-summer-programme/


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2021（令和3）年度夏学期ショートビジットプログラム（オンライン）
総合型コース

2021/6/25
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号
国・
地域
名

協定大学・教育機関名 プログラム名 日程 金額
申請期間/
締切日

授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

40
中
国

上海外国語大学
Shanghai International Studies University

【2019年度以降入学者：19180343】
【2018年度以前入学者：180343】

中国文化サマープログラム
（2週間）（英語）

Chinese Culture Summer Program 2021

2021/8/9～8/20

・授業料：免除

※参加人数：2名まで
※応募者多数の場合は選抜があります。

【2021/4/20】まで
留学支援共同利用センターに
（ryugakushien@tufs.ac.jp）
メールでご連絡ください。

-

No proficiency in the
Chinese language is
required but proficiency
in English is a must.

・IELTS：6.0以上
・TOEFL：80以上

https://drive.google.co
m/file/d/1JG3QGiojFZ
Ef6rhPOrNH77UX0_LX
34iF/view?usp=sharing

澤
田
　
ゆ
か
り
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香
港

香港大学
The University of Hong Kong

【2019年度以降入学者：19180344】
【2018年度以前入学者：180344】

Launch into a Professional Career
（英語）（2週間）

※　Session：D（7/26-8/6）のプログラムから選択
※　2週間のプログラムを選択

【プログラムの例】
・KOLs in Creative Industries　（2021/03/17現在）

2021/7/26～8/6

 ◎Application fee:　HKD350　(non-refundable)
 ◎Program Fee :　HKD6,500～
※プログラムにより異なる
※10％の協定校割引あり

・KOLs in Creative Industries：　HKD11,600

※募集人数に達しない場合は、開催されない場合があり
ます
　

・KOLs in Creative Industries：
2021/5/31

先着順の為、早めの申請を推奨

※プログラムにより異なる

14
sessions

(AM & PM)

【要件】
プログラムにより、要件が異
なるため、プログラムページを
ご参照ください。

【言語に関する要件】
いずれかの書類
・IELTS
・TOEFL
・International Baccalaureate
Diploma
・GCSE / GCEO
・SAT Reasoning Test
・CET Band 4 and Band 6
・Others

※英語能力文書に関して
特に明記されていない限り、
言語スコアの標準的な要件は
ありません。
プログラムの主催者は、申請
者がプログラムに参加できる
かどうかを判断します。

https://summerins
titute.hku.hk/

澤
田
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イ
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ロンドン大学　東洋・アフリカ
研究学院　SOAS

(The School of Oriental and African
Studies), University of London

【2019年度以降入学者：19180341】
【2018年度以前入学者：180341】

Online Academic Summer School at SOAS
Session 2
1. International Relations in the 21st Century
2. Media and Gender: Representations, Subjectivities
and Power
3. Sustainable Finance & Climate Change
4. Global Activism and the United Nations

2021/7/19～7/30

21:00～23:00(日本時間)
13:00～15:00(現地時間)

Application fee : £40
Tuition fees (Sessions 2) :￡1,500～ £1,600
※この金額から20%の協定校割引あり

先着順

※早めの申込を推奨

45時間以上
(2週間)

4～5時間/日

IELTS6.5以上
(全項目6.0以上)

TOEFL iBT93以上
(全項目20以上)

https://www.soas.
ac.uk/summerscho
ol/subjects/

川
本
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ド
イ
ツ

ベルリン自由大学
Freie Universität Berlin

【2019年度以降入学者：19180314】
【2018年度以前入学者：180314】

4週間コース（A/B-Track)
FUBiS Term III 2021 Online

A-Track（No.O-3.01 ～O-3.03 ）
B-Track（No.O-3.09 ～O-3.11 ）

2021/7/17～8/14

15:00～19:30(日本時間)
8:00～12:30(現地時間)

または
23:00～3:30(日本時間)
16:00～20:30(現地時間)

※時間割は各自確認してくだ
さい。

プログラム費:€250(2021/5/22までの支払で€50割引)
授業料:€800(1 track)
        €1,600(2 track)
※コースは
①A-track subject courses(月木)
②B-track subject course(火金)
の組合せに加え、ドイツ語コース(A-Track No.O-3.04 ～
O-3.08）とも、組み合わせを選択できる。
※受講Track数に関わらず、本学では2単位となる。

2021/6/19

Subject
course:

48(1  track)
96(2 track)

特になし

http://www.fubis.o
rg/2_prog/term_3_
21/term_3_online/i
ndex.html

西
岡
　
あ
か
ね

https://www.albany.edu/i
elp/assets/Online_Langua
ge_Culture_Leadership_NY
SCapitol.pdf

https://www.albany.edu/i
elp/short_courses.php

https://drive.google.com/
file/d/1XOYwXJmxRfc5I4
9cFq_HE3ghnz8C6LNN/vi
ew?usp=sharing

川
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ア
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カ

ニューヨーク州立大学
オルバニー校

University at Albany,
State University of New York

【2019年度以降入学者:19180345】
【2018年度以前入学者:180345】

Online Language, Culture & Leadership Program
(4週間)（英語）

※関西学院大学の学生向けの
　プログラムですが、他大学の

　学生も参加可能です。

2021/8/9-9/3

月・水・金20:30～22:00
(日本時間)
7:30～9:00
(現地時間)

火・木  20:30～23:15
(日本時間)

　7:30～10:15
(現地時間)

◎Program fee : US$625
2021/7/16

(締切後も空きがあれば申込可)
38時間 特になし

10

https://drive.google.com/file/d/1JG3QGiojFZEf6rhPOrNH77UX0_LX34iF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JG3QGiojFZEf6rhPOrNH77UX0_LX34iF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JG3QGiojFZEf6rhPOrNH77UX0_LX34iF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JG3QGiojFZEf6rhPOrNH77UX0_LX34iF/view?usp=sharing
https://summerinstitute.hku.hk/
https://summerinstitute.hku.hk/
https://www.soas.ac.uk/summerschool/subjects/
https://www.soas.ac.uk/summerschool/subjects/
https://www.soas.ac.uk/summerschool/subjects/
http://www.fubis.org/2_prog/term_3_21/term_3_online/index.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_3_21/term_3_online/index.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_3_21/term_3_online/index.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_3_21/term_3_online/index.html
https://www.albany.edu/ielp/assets/Online_Language_Culture_Leadership_NYSCapitol.pdf
https://www.albany.edu/ielp/assets/Online_Language_Culture_Leadership_NYSCapitol.pdf
https://www.albany.edu/ielp/assets/Online_Language_Culture_Leadership_NYSCapitol.pdf
https://www.albany.edu/ielp/assets/Online_Language_Culture_Leadership_NYSCapitol.pdf
https://www.albany.edu/ielp/short_courses.php
https://www.albany.edu/ielp/short_courses.php
https://drive.google.com/file/d/1XOYwXJmxRfc5I49cFq_HE3ghnz8C6LNN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOYwXJmxRfc5I49cFq_HE3ghnz8C6LNN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOYwXJmxRfc5I49cFq_HE3ghnz8C6LNN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOYwXJmxRfc5I49cFq_HE3ghnz8C6LNN/view?usp=sharing
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■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2021（令和3）年度夏学期ショートビジットプログラム（オンライン）
総合型コース

2021/6/25
※この表は情報が出次第アップデートされます
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国・
地域
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申請期間/
締切日

授業時間数 参加要件 URL
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員
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チ

ェ
コ

カレル大学
Charles University

【2019年度以降入学者：19180310】
【2018年度以前入学者：180310】

Online Summer University 2021
"Europe and the (Post) COVID-19 World"

（5日間）（英語）

2021/9/13～9/17

17:00pm～19:00pm、
21:00pm～23:00pm

 (日本時間)

10:00am～12:00pm、
14:00～16:00pm

(現地時間)

・授業料:€300
(Total price includes: tuition; readings and other materials)

2021/8/29 20時間

カレル大学に申請の際、下記
の書類提出が求められます。

1.英文履歴書
2.志望動機書
3.在籍証明書

4.B2レベルの英語力証明書コ
ピー(IELTS/TOEFLなど）

https://summer-
university.fsv.cuni.
cz/

篠
原
　
琢

[2021.4.12] 37 アイルランド国立大学コーク校のプログラム情報を更新しました。
[2021.4.12] 31 カリフォルニア大学サンディエゴ校の日程を修正しました。
[2021.4.14] 44 淡江大学のプログラムを追加しました。
[2021.4.14] 29 ブリティシュ・コロンビア大学のプログラム情報を更新しました。
[2021.4.30] 34 デラウエア大学のプログラム情報を更新しました。
[2021.4.30] 30 レジャイナ大学のプログラム情報を更新しました。
[2021.4.30] 44 淡江大学のURLを更新しました。
[2021.4.30] 17 トリーア大学のプログラム情報を更新しました。
[2021.5.10] 44 淡江大学のオンライン説明会の情報を追記しました。
[2021.5.20] 30 レジャイナ大学のプログラム情報を更新しました。
[2021.5.20] 45 マンチェスター大学のプログラムを追加しました。
[2021.5.21] 46 インスティトゥト・セルバンテスのプログラムを追加しました。東京で開講される「対面授業」になります。
[2021.5.26] 47 リヴィウ国立大学のプログラムを追加しました。
[2021.5.28] 48 ニューヨーク州立大学オルバニー校のプログラムを追加しました。
[2021.6.03] 44 淡江大学の金額の欄、一部追記しました。
[2021.6.03]  9 梨花女子大学の9月のプログラムを追加しました。
[2021.6.10] 49 シロンスク大学のプログラムを追加しました。
[2021.6.10] 50 ウッチ大学のプログラムを追加しました。
[2021.6.10] 51 カレル大学の各国語プログラムを追加しました。
[2021.6.10] 52 カレル大学の総合型プログラムを追加しました。
[2021.6.10]     【時間割コード】の情報を更新しました。
[2021.6.21] 39 ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院(SOAS)のプログラム情報を更新しました。
[2021.6.22] 37 アイルランド国立大学コーク校のプログラム情報を更新しました。
[2021.6.24] 27 マラガ大学のプログラム情報を更新しました。9月は開講されません。
[2021.6.25] 28 グラナダ大学のプログラム情報、受講料、9月の日程を更新しました。
[2021.6.25] 53 アンカラ大学のプログラムを追加しました。
[2021.6.30] 54 ハノイ国家大学人文・社会科学大学大学のプログラムを追加しました。
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